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■雪国の春は花が一斉に咲く！
　「春」の語源は、諸説あるようです。草木の芽が「張る（はる）」
季節からとする説、田畑を「墾る（はる）」季節から「春」にな
ったとする説、気候の「晴る（はる）」が転じて「春」になった
説です。いずれにしても、春とはその季節に生じる植物であった
り、自然の様子を色こく反映させたものであることがわかります。
　当地方の春は、厳しく長い冬を乗り越えた花々が、雪解けと同
時に一斉に花を咲かせます。他の地域では見られない花の競演が
はじまります。また当地方の春の食べ物の代名詞ともなっている
山菜、あくがなくおいしい山菜料理、春の息吹を体中で感じられ
る時期となりました。

写真提供：十日町市観光協会

黄桜の丘公園

智泉寺

長者ヶ原公園
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平成30年度に向けて

公益社団法人 十日町法人会
会　長　村 山 政 文

　寒さ厳しく、全国的に大雪となった今冬も３月に入り日に日に春めいて来ました。
　皆様におかれましては年度末を迎え何かと御充実のことと拝察申し上げます。
　おかげ様で十日町法人会の平成29年度の活動も計画の諸事業を滞りなく実施することができました。
皆様のご支援・ご協力に心より厚く感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございます。
　特に女性部会の福祉施設へのタオルの寄贈、税に関する絵はがきコンクールをはじめ、青年部会によ
る租税教室の開催ではお骨折りを頂きありがとうございました。
　親会では、経理事務実務者研修会や各地域での各種研修会と活動報告を実施させていただき、参加者
から貴重なご意見もいただきました。今後の参考にさせていただき、少しでも活性化できるよう検討し
てまいります。また、社会貢献の一環と実施してきております小学校への児童図書の寄贈についても、
平成29年度も実施することができました。
　年々廃業等によって会員の減少にはご苦労頂きました。少して歯止めがかからず、憂慮すべき状況で
はありますが、会員拡大に引き続きお力添えをお願い申し上げます。
　さて、平成30年度の税制改正大綱が発表されましたが、「働き方改革」を後押しする観点から、給与
所得控除、公的年金等控除制度の見直しが行われます。特に法人会会員にとって注目点は、事業承継制
度の抜本的な拡充が行われるとされることです。当法人会でも研修会を開催し、対応を検討する一助と
して活用いただきたいと考えております。法人課税については、賃上げ、生産性向上の税制上の措置、
中小企業の固定資産税特例の見直し、交際費課税の特例制度など行うとされています。また新たな税制
として、森林環境税（仮称）や国際観光旅客税（仮称）の創設が予定され、時代の変化への対応が図ら
れます。私たちを取り巻く税務環境は大きく変化して行きます。企業経営は変化対応とも言えます。今
後、皆様と共に会員企業の発展と各位へのお役立ちのため、努力してまいる所存であります。よろしく
お願い申し上げます。
　法人会に限らず、諸団体はいわゆく昭和の時代、経済も人口も右肩上がりで拡大発展する時期につく
られたものであります。今日、高齢化、少子化の急激な進展に伴い、あらゆる面で運営が困難な局面を
迎えております。皆さまのご理解・ご協力を得つつ、法人会のあるべき姿を考え、改革を進めていかな
ければならない時期になっております。このことを強く申し上げ、会員各位よりどしどしご意見を寄せ
ていただきますようお願い申し上げ結びといたします。

　12月１日、「平成30年
度税制改正に関する提
言」の実現に向けて、村
山政文会長と小野塚税
制委員長が関口芳史市
長と庭野政義議長を訪
れて提言を行いました。

市長・議長へ要望書提出
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十日町税務署長講演会

記念講演

国税局長
表彰受賞

平成29年度　納税表彰式

　平成29年10月31日、関東信越国税局に於いて、多年にわ
たり、十日町法人会の発展に寄与されるとともに、申告納
税制度の普及と、納税道義の高揚に努められたご功績によ
り、関東信越国税局長表彰を受賞しました。

　「税を考える週間」に十日町税務署管内税務関係団体連絡協議会・十
日町税務署・十日町市租税教育推進協議会・津南町租税教育推進協議会
の主催で実施しております恒例の納税表彰式を平成29年11月15日にラポ
ート十日町に於いて、多数の関係者の出席のもとに開催されました。

〈法人会関係者受賞者〉
●十日町税務署長賞　　十日町法人会　副会長　北村　良二（㈲金盛自動車工業）
●十日町法人会会長表彰　　十日町法人会　副会長　桑原　健次（㈱大阪屋商店）
　　　　　　　　　　　　　十日町法人会　理　事　吉澤　武彦（吉澤織物㈱）
●十日町法人会優良経理担当職員表彰
　・石田　　陸（㈱松葉）　　　　　　
　・徳永　順子（㈱山田屋商店）
　・富井　精剛（（医）たかき医院）
　・羽鳥　清美（十日町舗材㈱）
　・丸山　麻弓（苗場自動車㈱）
　・吉田　　強（㈱十日町測量）

「くらしを支える税」
　納税表彰式終了後、十日町税務署長 谷口哲也氏より、「くらしを支える
税」の演題で講演をいただきました。はじめに税を考える週間について、
税のスペシャリストになるための採用試験区分や「国税庁の取組」につい
てお話をいただきました。

「10年先も勝ち残るために大切なこと」
　十日町税務署長の講演に引き続き、記念講演が行われ、講師に株式会社エフ
アンドエム　中小企業コンサルティング事業本部長「加藤丈侍」氏より「10年
先も勝ち残るために大切なこと」の演題で、最新の厚生労働省管轄の助成金情
報、ヒトが採れて育つ会社の共通点などについて講演をいただきました。

公益社団法人十日町法人会　会長　村 山 政 文

受賞おめでとうございます
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〈税務研修〉～自主点検チェックシートを活用しよう！～

セミナー開催 社会貢献活動「児童図書寄贈」

女性部会の活動

■経理事務実務者研修会
　平成29年11月21日と22日の２日間、クロステンと津南町商工
会館を会場に経理事務実務者研修会を実施しました。
　今回の研修内容は、企業における内部統制面と経理面に関す
る「自主点検チェックシートの活用について」と「法定調書及び
合計表の提出について（e-Tax）」十日町税務署法人課税部門
統括国税調査官及び同上席調査官を講師に開催しました。特に、
自主点検チェックシートについては、昨年の入門編よりさらに
項目が増え、立
入調査の際、調
査官から見た注
意点について項
目ごとにお話し
いただきました。 11月21日 クロステン 11月22日 津南町商工会館

■津南町地域税務研修
　平成30年２月20日、津南町「綿屋
旅館」において、津南町地域税務研
修会を実施しました。
　研修内容は、当法人会の今年度研
修の柱としている、企業における内部統制面と経理面に関する

「自主点検チェックシートの活用について」十日町税務署法人
課税部門統括国税調査官を講師に実施しました。研修後、来賓
に十日町税務署長、津南町副町長、大口税理士事務所所長を迎
えて地域会員間の情報交換を兼ねた親睦会を開催しました。

■新春税務研修会・賀詞交歓会
　恒例となりました、税務関係団
体新春税務研修会が平成30年１月
17日に十日町地域地場産業振興セ
ンターにおいて開催しました。
　十日町税務署長「谷口哲也」氏
を講師に「マルサの仕事」の演題で、国税局査察部の仕事内容
について、ＤＶＤによる紹介が行われました。
　研修会終了後、来賓をむかえ、賀詞交歓会が行われ、来賓と
税務関係団体代表による鏡開きの後、関東信越税理士会十日町
支部長の乾杯のご発声で賀詞交歓会が盛大に行われました。

■税の広報活動
　～産業フェスタで税の広報・チャレンジ税金認定クイズ～
　平成29年10月15日㈰、キナーレを会場に行われた「第10回十
日町産業フェスタ」で、十日町税務署管内税務関係団体連絡協
議会で税のブースを設け、税の広報を行いました。
　リーフレット・ティッシュの配布、チャレンジ税金認定クイ
ズ、各税団体の取り組み内容掲示、１億円レプリカによる重さ
体験、租税教育の取り組みなどを広報しました。

■川西地域雇用保険助成金活用セミナー
　平成29年９月29日、川西商工会館にて、川西地
域企業の経営者・人事労務管理者を対象に社会保
険労務士による雇用保険関係助成金活用セミナー
を開催しました。
■水沢地域健康経営セミナー ～今から始める減塩生活・目指せマイナス１グラム～
　平成29年11月10日、二葉家にて一般公開の水沢地域健康経営セミナーを「十日

町市の健康状況について～今から始める減塩生活・
目指せマイナス1グラム！」の内容で開催しました。
　十日町市健康づくり推進課主査保健師を講師に十
日町市民の健康状況、自分でできる減塩の工夫方法
などについてお話をいただきました。

　読書により豊かな心
の増進に役立てていた
だくため、税に関する
絵はがきコンクール、
租税教室に協力いただ
いている小学校へ今年
度も児童図書を贈呈し
ました。
　３月12日、十日町市教育委員会を村山政文会
長と関谷克浩副会長が訪れ、３校（川治小学校・
東小学校・飛渡第一小学校）へ児童図書181冊
分の目録を蔵品教育長へ渡しました。

■ 関東信越法人会連絡協議会
「第2回女性部会合同セミナー」に参加

　平成29年11月24日、関東信越法人会連絡協議会第２回女性部
会合同セミナーが埼玉県連女性部会の主催でホテルブリランテ
武蔵野において６県から2６６人（新潟県から10単位会、24人）

が参加して行われました。当法人会か
ら庭野部会長と蕪木副部会長が参加し
ました。セミナーでは、石坂産業㈱ 
代表取締役 石坂典子氏による「マイ
ナスからプラスへ「見せる五感経営」
～女性の感性を仕事に活かす方法とは
～」の演題でセミナーが行われました。
　セミナー後、懇親会が行われ各単位
会女性部会と懇親を深めてまいりまし
た。

研修会・セミナー開催
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青年部会の活動
■ 新潟県法人会連合会青年部会連絡協議
　 会合同セミナー村上大会に参加

■ 研修会
「十日町市クロアチアホストタウン推進事業について」

■ 社会貢献活動「タオル寄贈」

■ 全国青年の集い高知大会に参加 ■ 企業訪問「正月用〆飾り製造卸売業の
㈲川端商店を訪問」

■ 租税教室

　平成29年９月22日、第35回県連合同セミナーが瀬波温泉夕映えの宿汐美荘で開催されました。当青年部会からは、髙橋豪青年部会長
ほか２名が参加しました。県内各単位会から約100名が参加し、第１部の記念講演では村上うんめもん大使を務める、アル・ケッチャ
ーノのオーナーシェフ奥田政行氏から「食からはじまる地域づくり」と題し講演をいただき、地域の食材の活かし方や繁盛店づくりの
ポイントなどについてお話をいただきました。第２部の交流会では、地元特産品の抽選会など県内青年部会との交流が行われました。

　平成29年11月10日、第31回「法人会全国青年の集い」
高知大会が高知県民文化ホールで開催されました。当
青年部会からは、髙橋青年部会長ほか２名が参加しま
した。全国からは2,414人が参加し、記念講演ではお
笑いタレントの間 寛平氏から「走ることで伝える大
切な事～夢・出会い・絆～」と題し講演をいただき、夢、

希望、想いの素晴らしさ
を未来につなぐため、少
しでも元気を与えたい。

「走る」ことで伝え、魅
せる寛平さんの想いを語
っていただきました。

　12月19日、恒例の企業訪問を松代千年で正月用〆飾りを製造している㈲
川端商店の製造工場を訪問しました。訪問した時期は既に出荷のピークは
過ぎていましたが、女性作業員が手際よくしめ縄に飾りを付ける作業をし
ておりました。春からしめ縄用の稲の栽培～乾燥～製品製造まで１年をか
けて年の暮れに東京及び中京方面に出荷するそうです。今年は、10トント
ラックで12台分を発送したそうです。稲の
栽培から刈り取り、乾燥・しめ縄造り、〆
飾りの製造を地元松代地域で行っており地
域の活性化にも役立っていると感じまし
た。女性作業員も手際よく元気に作業して
おり青年部会員も元気をいただきました。

〇租税教室を開催した小学校及び青年部会派遣講師
　松之山小学校　　12月12日　若井悠里（㈲ワカイ測量）・髙橋　豪（清津開発㈱）
　東 小 学 校　　１月15日　山田　剛（山田建工㈱）
　千 手 小 学 校　　１月17日　馬場浩一（十日町生コン㈱）
　上 野 小 学 校　　１月29日　岡田和則（㈱クローバフォー）・押木郁夫（押木建設㈱）
　西 小 学 校　　１月29日　馬場浩一（十日町生コン㈱）・大島　博（大島電気㈱）
　田 沢 小 学 校　　２月20日　服部好位（㈲服部総業）・髙橋　豪（清津開発㈱）

1月29日 西小1月15日 東小

　青年部会事業の重要な柱に位置付ける租税教室を今年度も小学
校６校、中学校３校で開催しました。 12月12日

松之山小

　女性部会では、平成30年２月23日、松喜屋
にて日本初のクロアチア共和国からの国際交
流員スヴェン・ビェラン氏を講師に招いて、
十日町市クロアチアホストタウン推進事業に
ついて研修会を開催しました。ホストタウン
事業とは、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催により、全国の自治

体と参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図るとともに、スポーツ
立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、「ホス
トタウン構想」を推進しています。十日町市では民間団体と協働してプロジェクト
チームを組織し、スポーツ、文化、経済交流の３部会で活動を展開しています。
　スヴェン・ビェランさんは、クロアチア共和国ザグレブ出身で、ザグレブ美術大
学、ザグレブ哲学大学日本語学科に在学後、日本の中央大学や大阪教育大学へ留学
の経験があり、クロアチア語、英語、日本語が堪能で、クロアチアホストタウン推
進に向けて十日町市に採用され、現在、十日町市教育委員会スポーツ振興課で、国
際的イベントの企画、実施、国際交流での通訳、翻訳、海外向け情報発信、クロア
チア共和国との文化や語学講座の実施などで活躍されています。

　女性部会の社会貢献の一環として平成15年
から実施している、会員から集めた未使用タ
オルの寄贈を今年は松之山浦田に本部を置
く、社会福祉法人松涛会の介護老人保健施設

「希望の里　松涛園」へタオル等200枚を贈呈
しました。
　〈左から〉
　　松涛園理事・事務長　小野塚良雄 様
　　女性部会副部会長　　蕪木　京子
　　女性部会長　　　　　庭野　和子
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平成30年度  税制改正に関する提言（要約）

Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　　真の財政健全化を達成するためにはプライマリーバランス

黒字化に向け規律ある具体的な道筋を明確に示し、着実に実
行することが重要である。

　⑴　消費税率10％への引き上げは、財政健全化と社会保障の
安定財源確保のために不可欠である。国民の将来不安を解
消するために、「社会保障と税の一体改革」の原点に立ち
返って、2019年10月の税率引き上げが確実に実施できるよ
う、経済環境の整備を進めていくことが重要である。

　⑵　「骨太の方針2015」では、歳出面で201６年度から18年度
までの３年間で政策経費の増加額を1.６兆円（社会保障費
1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する目安を示した。
この２年間においては目安を達成していることから、最終
年度においても政策経費の抑制は確実に行うべきである。

　⑶　財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改
革によって進めることが重要である。歳入では安易に税の
自然増収を前提とすることなく、また歳出については、聖
域を設けずに分野別の具体的な削減の方策と行程表を明示
し、着実に実行するよう求める。

　⑷　消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率10
％程度までは単一税率が望ましいが、政府は税率10％引き
上げ時に軽減税率制度を導入する予定としている。仮に軽
減税率制度を導入するのであれば、これによる減収分につ
いて安定的な恒久財源を確保するべきである。

　⑸　国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融
資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害するうえ財政の
悪化要因にもなる。政府・日銀には市場の動向を踏まえた
細心の運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　　社会保障分野では団塊の世代すべてが後期高齢者となる
「2025年問題」がクローズアップされてきた。医療と介護の
給付急増が見込まれるためで、これを「重点化・効率化」に
よって可能な限り抑制し、かつ適正な「負担」を確保しなけ
れば、社会保障制度が立ちいかなくなる。

　⑴　年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支
給開始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の基礎年金国庫負
担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

　⑵　医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革
を行う必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬

（本体）体系を見直すとともに、薬価の実態を反映させる
よう、２年に１度としてきた薬価の改定を毎年実施する。
さらに、政府目標であるジェネリックの普及率80％以上も
早期に達成する。

　⑶　介護保険については、制度の持続性を高めるために真に
介護が必要な者とそうでない者にメリハリをつけ、給付及
び負担のあり方を見直す。

　⑷　生活保護については、給付水準のあり方などを見直すと
ともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠
である。

　⑸　少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整
備するなどの現物給付に重点を置くべきである。その際、

企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型
保育事業のさらなる活用に向けて検討する。なお、子ども・
子育て支援等の取り組みを着実に推進するためには安定財
源を確保する必要がある。

　⑹　企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない
ような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
　　行政改革を徹底するに当たっては、地方も含めた政府・議

会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削らなけ
ればならない。

　⑴　国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
　⑵　厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、

能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
　⑶　特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷　積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応処置
　　消費税率10％への引き上げと同時に低所得者対策として軽

減税率が導入されることになっているが、10％程度までは単
一税率が望ましいことを改めて表明しておきたい。これまで
も指摘してきたように、軽減税率は事業者の事務負担が大き
いうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保など
の観点から極めて問題が多いからである。

　⑴　現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効
果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さ
らに実効性の高い対策をとるべきである。

　⑵　消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な
課題となる。消費税の制度、執行面においてさらなる対策
を講じる必要がある。

５．マイナンバー制度
６．今後の税制改正のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　　ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約25％、アジア主要

10ヵ国の平均は約22％となっており、我が国の税率水準は依
然として高い。今般の税率引き下げの効果等を確認しつつ、
国際競争力強化などの観点からさらなる引き下げも視野に入
れる必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　⑴　中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措置で

はなく、本則化する。また、昭和5６年以来、800万円以下
に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくと
も1,６00万円程度に引き上げる。

　⑵　租税特別措置法については、税の公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃
止を含めて整理合理化を行う必要があるが、中小企業の技
術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度
を拡充し、本則化すべきである。なお、少額減価償却資産
の取得価額の損金算入の特例措置の適用期限が平成30年３
月末までとなっていることから、直ちに本則化することが
困難な場合は、適用期限を延長する。

　　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充した
うえ、「中古設備」を含める。

基本的な課題
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ある。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費
の適正化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当
制を広く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興
・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復

興・創生期間（平成28年度～32年度）」も２年目に入ってい
るが、被災地の復興、産業の再生はいまだに道半ばである。
今後の復興事業に当たってはこれまでの効果を十分に検証
し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への
対応を含めて引き続き、適正な支援を行う必要がある。また、
被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、
実効性のある措置を講じるよう求める。

・昨年４月に起こった熊本地震についても、東日本大震災の対
応などを踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、被
災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急に取り組まな
ければならない。

Ⅴ．そ の 他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

税目別の具体的な課題
●法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　⑴　役員給与は原則損金算入とすべき
　⑵　同族会社も利益連動給与の損金算入を認めるべき
２．交際費課税の適用期限延長
３．公益法人課税
●所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴　基幹税としての財源調達機能の回復
　⑵　各種控除制度の見直し
　⑶　個人住民税の均等割
２．少子化対策
●相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、

これ以上の課税強化は行うべきではない。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
　⑴　贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵　相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引き

上げる。
●地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴　商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を

考慮した評価に見直す。
　⑵　居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直す。
　⑶　償却資産については、「少額資産」の範囲を国税の中小

企業の少額減価償却資産（30万円）にまで拡大する。また、
将来的には廃止も検討すべきである。

　⑷　国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて
土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価
体制は一元化すべきである。

２．事業所得の廃止
３．超過課税
４．法定外目的税
●その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
は、損金算入額の上限（合計300万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や

雇用の確保などに大きく貢献しており、経済社会を支える基
盤ともいえる。その中小企業が相続税の負担等により事業が
承継できなくなれば、我が国経済社会の根幹が揺らぐことに
なる。先般、納税猶予制度の改正で要件緩和や手続きの簡素
化などがなされたが、さらに抜本的な見直しが必要である。

　⑴　事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税
制の創設

　　　事業に資する相続については、事業従事を条件として他
の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産へ
の課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

　⑵　相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実
　　　上述の本格的な事業承継税制が創設されるまでの間は、

相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実を
図ることを求める。

　　①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税猶予割
合（80％）を100％に引き上げる。

　　②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない
制度を、５年経過時点で免除する制度に改める。

　　③対象会社規模を拡大する。

Ⅲ．地方のあり方
・地方の活性化には、国と地方の役割分担を見直し、財政や行

政の効率化を図る地方分権化が基本政策といえよう。その際
に不可欠な理念として掲げなければならないのは、地方の自
立と自助の精神である。深化段階に入った地方創生戦略を推
進するうえでも同じことがいえる。

・「ふるさと納税制度」にみられる特産品の返礼品競争につい
ては、あまりに安易な手法であり本格的な地方活性化戦略に
つながるとは考えにくい。また、住民税は本来、居住自治体
の会費であることから、この制度自体が地方税の原則にそぐ
わないとの指摘がある。例えば納税先を納税者の出身自治体
に限定するなど「ふるさと納税」本来の趣旨に沿った見直し
が必要であろう。

・地方交付税制度は国が地方の不足財源を保障する機能を有し
ていることから地方の財政規律を歪めているとの指摘が多
く、その改革が求められてきた。地方は必要な安定財源の確
保や行政改革について、自らの責任で企画・立案し実行して
いくことが重要である。

　⑴　地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移
転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、地元大学と
の連携などによる技術集積づくりや人材育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。

　⑵　広域行政による効率化の観点から道州制の導入について
検討すべきである。基礎自治体（人口30万人程度）の拡充
を図るため、さらなる市町村合併を推進し、合併メリット
を追求する必要がある。

　⑶　国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革
には、「事業仕分け」のような民間のチェック機能を活か
した手法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

　⑷　地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパ
イレス指数（全国平均ベース）が改善せずに高止まりして
おり、適正な水準に是正する必要がある。そのためには国
家公務員に準拠するだけでなく、地域の民間企業の実態に
準拠した給与体系に見直すことが重要である。

　⑸　地方議会は、大胆にスリム化するとともに、より納税者
の視点に立って行政に対するチェック機能を果たすべきで
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☆ボクシングジムとはユニークですが、創業のきっか
けを教えてください。

松下社長：元々私が大のボクシング好きだったんです
ね。特に辰吉丈一郎の世界タイトルマッチをテレビ
で観戦して以来ボクシングの大ファンになりました。
しかし、当時からトラックの運転手をしていたので、
ボクシングをすることはできませんでした。しかし、
現在は指導者資格があります。私の経営する「天翔」
という運送会社に勤務していた金澤という社員がボ
クシングをやっていたことを知りました。私はボク
シングジムを作りたいという夢を持っていましたの
で、一度ボクシングジムを見に行ってみよう、とい
うことになり、二人で東
京のヨネクラジムに見学
に行きました。そこで嶋
田に出会い、私を信頼し
てジム開業に力を貸して
くれることになりました。
現在、金澤は当社の会長
を、島田には専務取締役
を務めてもらっています。

☆島田専務は世界ランカーだったと話を聞きましたが…
松下社長：嶋田は第49代日本ライト級で５回防衛した

王者で、WBC世界ライト級６位の実力を持つ世界ラ
ンカーでした。選手を引退してからはトレーナーと
なりましたが、４年間で３人のチャンピオンを育て
た名トレーナーなんです。オープニングセレモニー

には世界２階級制覇の畑山隆則さん、初代ユース日
本チャンピオンの溜田剛士君。アマチュア国体チャ
ンピオンの中嶋一輝君、現東洋大平洋チャンピオン
の秋山泰幸さん、元東洋チャンピオンの山口裕司さ
ん、竹原＆畑山ジムより柴田貴之
さんを招いて開催致しました。

☆ジムの内容を教えてください。
松下社長：ボクシングとボクサフィ

ットネスとヨガ・ピラティスです。

☆ボクシングはどのような方が入会
されますか？

松下社長：当ジムでは、チャンピオ
ンを目指す本格的なプロボクサー
志望の方から、プロライセンス取
得を目的とする方、アマチュア選
手として試合出場を希望する方、
体力づくりやダイエットを目的とする方、健康増進
の為に趣味で楽しく練習したい方まで、目的に合わ
せたトレーニングができます。小学生から学生、一
般社会人、女性、初心者、経験者どなたでもご入会
いただけますよ。

☆開館時間を教えてください。
松下社長：月曜～土曜は13：00～21：30、日曜は10：

00～19：30、水曜定休です。練習は通常１時間～１
時間30分程度の練習量ですが、疲れたらいつでも切
り上げてもいいです。

☆ボクシングの魅力を教え
てください。

嶋田専務：パンチを出すの
は人間の本能だと思うん
ですよね。パンチがミッ
トに当たる爽快感が魅力
です。

☆初心者でも大丈夫ですか？
松下社長：体を動かしたり、体力づくりが目的の方と

社長さん こんにちは
株式会社 大

ヤ マ ト

翔プロモーション
代表取締役　　松 下 晴 久 さ ん

今回は十日町市にあります株式会社大翔（ヤマト）プロモ
ーションさんへおじゃまして、代表取締役松下晴久さん
と専務取締役嶋田雄大さんにお話をお伺いいたしました。

「十日町からボクシング
チャンピオンを！」

金澤会長の熱烈指導

最新のトレーニング設備が並ぶ
入口に飾られた世界チャンピオン
畑山さんなど有名ボクサーの色紙

第49代日本ライト級王者（WBC
世界ライト級6位）の嶋田専務
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ボクシングを本格的にやりたい方と両方の方がご入
会されます。ボクシングは全身運動なので非常にカ
ロリーを消費します。また弊社は本格的なトレーニン
グ器具も完備していますので、ボクシング以外にもウ
ォーキングをしたり、筋力トレーニングをしたり自
分に必要なトレーニングができます。プログラムは
トレーナーと相談しながら無理のない範囲で組みま
す。ご高齢の方でも参加されてらっしゃいますので、
ご自分のレベルに合わせてトレーニングしてくださ
い。トレーニングは水曜以外は毎日行っています。

☆ボクサフィットネスとはどんなものですか？
松下社長：プロボクサーを目指す人たちのトレーニン

グをダイエットと体力増強的にアレンジしたもので
す。ボクシングの基礎トレーニングに近いものにな
っていのるで初めての方でも安心して始められます。
音楽のリズムに合わせて行うため、楽しく長く続け
ることができます。また、実際にグローブを着けて、
ミット打ちやサンドバックを打ったりとより実践的

なメニューも組み
込まれています。
女性の方はパンチ
を打つことに爽快
感を感じるようで
大人気のプログラ
ムです。水曜日以
外は開催していま
す。

☆ヨガ・ピラティスとはどんなことをするのですか？
松下社長：ピラティスとは、主に身体のコルセット代

わりとなるインナーマッスルに働きかけたエクササ
イズです。シェイプアップ、姿勢改善 、心肺機能
の向上などが効果として見込まれます。可動域も広
がることで基礎代謝が上がり普段の生活から燃焼し
やすいお身体づくりを目指します。反対にヨガは心
を落ち着かせるので、、リラックス効果はもちろん
柔軟性・骨盤矯正・アンチエイジグ・免疫力アップ・
冷え性の改善などにも効果的
です。金・土限定です。

☆こちらは新潟県唯一のプロ加
盟のボクシングジムだそうで
すね。

松下社長：プロに加盟するには
莫大な協会加盟金がかかりま
すが、その代わりプロボクサ
ーを養成したり、プロの公式
試合に出場できたりします。
本格的にボクシングに取り組
みたい人やプロライセンスを
取得したり、公式試合に出た
いという目標をお持ちの方に
は最適です。

☆プロ選手志望の方もいるそうですね。
松下社長：今、当ジムに所属している小林選手は新潟

市の人です。県内唯一のプロ加盟のジムで、嶋田か
らトレーニングを受けることができるということで、
遠いところを通って練習しています。小林君は大翔
ジムプロ第１号で夏頃にデビュー戦を予定しており
ます。また、同じく夏頃には、十日町出身の22歳と
魚沼市出身の25歳の二人がプロテストの予定です。

☆将来の夢は何ですか？
松下社長：ぜひチャンピオンをこのジムから出したい

ですね。日本チャンピオンでも、東洋チャンピオン
でも、世界チャンピオンでもいいので2020年の東京
オリンピックまでには排出したいと思います。

☆そのためにも人材が欲しいとのことですが…
松下社長：ぜひ興味がある中学生や高校生に入会して

もらいたいですね。きっとこの地にも才能ある子が
いると思いますので…。

嶋田専務：この土地にプロも養成できるボクシングジ
ムがあるのは画期的なことだと思います。普通はプ
ロ公認のジムがある東京か大阪に行かないと無理で
すから。私が東洋太平洋チャンピオンに育てた松本
選手も新潟市出身でしたが、東京のヨネクラジム所
属でした。私が責任を持って十日町からチャンピオ
ンに育てます。

☆法人会の皆様に一言お願いします。
松下社長：法人会の会員企業の方にはぜひ、後援会員

や法人会員になってもらいたいと思います。後援会
員は当ジムの趣旨に賛同してご後援をいただける企
業です。法人会員は月会費３万円で当ジムのプログ
ラムに参加できる無料チケットをご提供いたします。
社員の方の福利厚生に最適です。特別に法人会会員
の皆さんにはこの法人会だよりをご持参の方に１回
限り無料体験をサービスさせていただきます。ボク
シングでもボクサフィットネスとヨガ・ピラティス
でも構いませんのでぜひお気軽に参加ください。ス
タッフ全員でお待ちしております！

構想からわずか１年で新潟県初のプロボクシングジムを開
業された松下社長。その熱意と情熱には雪をも解かすほど
の熱いエネルギーを感じました。必ずや十日町からチャン
ピオンが出て、この地が女子レスリングのような聖地にな
ることと確信しました。
� インタビューア　法人会広報委員会　池田�隆・滝沢重雄

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ボクサフィットネスはボクシングの要素
を取り入れた女性に人気のエクササイズ

大翔ジム初のプロ誕生
チャンピオンを目指す
小林秀己さん

広いジム女性もミット受け
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～ドルコスト平均法とは？～
　ドルコスト平均法とは、「毎月、決まった金額ずつ、投資していく方法」です。決めた金額を自動引き落としにします。一度「仕組
み」を作ったら、あとは基本的にほったらかしです。コツコツと時間をかけて貯めていきます。日本ではあまり知られていないので
すが、アメリカやイギリス、ドイツなど、海外の先進国では広く普及しています。毎月、数千円など少額から始められるので、普通
の家庭でも取り組みやすいのが特徴。投資対象は、投資信託等を活用して、中長期的に成長が期待できる世界中の株式に分散投資を
するのが一般的です。退職金積立てなら、30歳の従業員は、30年間の積立期間があります。この仕組みを活用してみませんか？

知
識
の
窓

これからの資産形成に
欠かせない投資信託

お問合わせ・ご相談 有限会社サクセスプラン 〒948-0031 十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058

DCプランナー（日本商工会議所）
ファイナンシャルプランナー CFP（日本FP協会）
ドルコスト平均法アドバイザー（ドルコスト平均法協会）

 　池 田 　 隆
　日本の定期預金の金利は1996年に１％を割って以降、現在まで一度も１％を超えたことがない未曽有の低金利状態が続いています。
銀行に預けておけば資産が増えるというのはもう遠い昔の話であり、資産は預けるという時代ではなく、運用する時代になっています。
　2017年から、個人が自助努力で年金を作るための個人型確定拠出年金制度「iDeCo（イデコ）」が始まり、2018年から「つみたて
NISA（少額投資非課税制度）」が始まりました。これは、金利だけを頼りにしていては老後資産は増加せず、自分で運用して増やす
努力をしなければ枯渇すると、国が考えたからです。そこで、運用を考えるとき「投資信託」は有益で取り組みやすい金融商品と言
えます。「iDeCo」は「主に投資信託」で運用する年金制度であり、「つみたてNISA」は「厳選された投資信託」で運用する制度です。

専門スキルが必要ない!!
⇒投資信託の場合
　●運用はプロに任せる（お任せ）
　　・投資信託（ファンド）の種類を選ぶ
　　・説明書（目論見書）を確認する
　　・運用状況を定期的に確認する
⇒株式投資の場合
　●運用は自己判断で行う（難しい）
　　・企業の業績や決算などを分析する。
　　・経営方針や株主比率などを調べる。
　　・チャートから株価の推移を分析する　等

魅力１

【投資信託の特徴】
①いろいろな金融商品をパッケージにしたもの
②運用はプロ任せ
③月々1, 000円から運用できる
④高い運用利回りも期待できる

少ない金額でもできる
　投資信託では、毎月1,000円からの積立てでも運用を始められます。
しかも投資信託次第で預金よりもかなり高い利回りを期待できます。
　例えば、年利５％の利回りを目指して運用した場合でも、たんに預
金するのとでは、かなり大きな差になるのです。
　少額積立ての場合、積立て当初はたいした額になりません。それで
も、利回りを確保しながら10年20年と続けていけば、積立て額の倍近
くまで増えていきます。

注意！

①推奨商品をうのみにする　　②運用の仕組みを理解していない
③ひんぱんに売買を繰り返す　④預金金利とセット商品で失敗

一度にいろいろ投資できる

投資信託

海外不動産

国内債券

国内株Ｂ

海外株

国内不動産

海外債券 金　原油

国内株Ａ

魅力２

魅力３
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154,992

407,458

588,121

241,205
301,881

年利0.05％の預金年利 5％の運用（複利）

20年では
166,253円の差

10年では
34,690円の差

毎月１, ０００円の積立運用でこれだけの差が出る

投資信託で失敗するパターン
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金　賞
十日町市立東小学校　

山 口 　 凜

№54十日町法人会だより（12）

租税教育
活 動

銅　賞
十日町市立川治小学校

柳 　 ほ の 香

銅　賞
十日町市立水沢小学校

山 崎 さ く ら

銅　賞
十日町市立十日町小学校

佐 野 鈴 太

銀
　
賞

十
日
町
市
立
水
沢
小
学
校

村
山
未
来

十
日
町
法
人
会
女
性
部
会
長
賞

十
日
町
市
立
川
治
小
学
校
　

桑
原
巧
弥

銅　賞
十日町市立吉田小学校

村 山 颯 介

銀　賞
十日町市立川治小学校

蔵 品 愛 奏

入選者
おめでとう！

十
日
町
税
務
署
長
賞十日

町
市
立
西
小
学
校
　

如
澤
ま
ど
か

十
日
町
法
人
会
会
長
賞

十
日
町
市
立
西
小
学
校
　

村
山
莉
彩

第4回　税に関する絵はがきコンクール

銅　賞
十日町市立中条小学校

千 原 愛 結

　女性部会が主管となり小学６年生を対象に「第４回税に関
する絵はがきコンクール」を実施しました。昨年度より２校
多い９校、応募数も67点多い193点の応募がありました。
　２月２日、中学校美術講師の柳百合さんを審査委員長に女
性部会正副部会長及び理事と十日町税務署長及び担当統括官
が厳正に審査をいたしました。


